
通し番号 出展カテゴリー 小間番号 都道府県 出展者名 展示商品名
出展

キャンセル

No.1 　クラフト・伝統 東5SME-01 京都府 株式会社井助商店 酒器 IKKON シリーズ

No.2 　クラフト・伝統 東5SME-02 東京都 有限会社フレイムス 透花スタンド ●

No.3 　クラフト・伝統 東5SME-03 山口県 有限会社萩陶苑 萩焼 ●

No.4 　クラフト・伝統 東5SME-04 東京都 前掛けエニシング（(有)エニシング） 前掛け

No.5 　クラフト・伝統 東5SME-05 京都府 株式会社西川貞三郎商店 酒器黒地金銀雪月花：京焼・清水焼ｘ曲げわっぱ

No.6 　クラフト・伝統 東5SME-06 石川県 KAMAHACHI（(株)金森合金） KAMAHACHI Kenzan ●

No.7 　クラフト・伝統 東5SME-07 宮城県 有限会社川商 ジュエル切子

No.8 　クラフト・伝統 東5SME-08 和歌山県 株式会社北山正積商店 棕櫚たわし・ボディたわし・ペットたわし（犬用・猫用）

No.9 　クラフト・伝統 東5SME-09 佐賀県 有限会社金照堂 有田焼抗菌 麟 Lin NY+ 酒器セット ●

No.10 　クラフト・伝統 東5SME-10 兵庫県 光洋製瓦株式会社 MOMO　タイルキット

No.11 　クラフト・伝統 東5SME-11 東京都 ル・コーゲイ（(株)ジル・インターナショナル） カゴバッグ・インテリアバスケット

No.12 　クラフト・伝統 東5SME-12 岐阜県 七窯社（(有)鈴研陶業） 女性陶芸作家や職人が手づくりする美濃焼タイルのアクセサリー

No.13 　クラフト・伝統 東5SME-13 山形県 有限会社鋳心ノ工房 ティポット＆コーヒードリッパー ●

No.14 　クラフト・伝統 東5SME-14 富山県 ifuki（(有)中村製作所） ifuki/CAGE A

No.15 　クラフト・伝統 東5SME-15 山形県 中島清吉商店 名入れのつげ材根付（好きな文字を入れられますイラストもOK） ●

No.16 　クラフト・伝統 東5SME-16 東京都 株式会社柿沼人形 招き猫・木目込みトレイ ●

No.17 　クラフト・伝統 東5SME-17 愛知県 岩月鬼瓦　GaRock（(有)岩月鬼瓦） 鬼師kumiの瓦人形

No.18 　クラフト・伝統 東5SME-18 兵庫県 和のナージュ（(同)異文化交流協会） 和のナージュ

No.19 　クラフト・伝統 東5SME-19 東京都 有限会社丸越商事 天然素材、リサイクル材を使用したSDGｓな履物【地球履優】

No.20 　クラフト・伝統 東5SME-20 滋賀県 ヤマ庄陶器株式会社 Hangout

No.21 　クラフト・伝統 東5SME-21 岩手県 象嵌　夢工房（(有)夢工房） 木製象嵌箸、箸置、コップ、小皿、茶托、アクセサリーなど ●

No.22
　ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
東5SME-22 群馬県 有限会社マルス 野生動物大世界地図

No.23
　ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
東5SME-23 大阪府 有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所 子どもの創造力をはぐくむ知育玩具ノシリス、他

No.24
　ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
東5SME-24 愛知県 育児工房（(株)オオサカヤ） オーガニックコットンの日本製ベビー服/育児工房

No.25
　ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
東5SME-25 大阪府 株式会社カワキタ 抱っこバッグ「ノルン」とSDGsのOEM製品

No.26
　ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
東5SME-26 福島県 合同会社きのわ 木はり絵アートキット

No.27
　ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
東5SME-27 兵庫県 タグド（(株)共生社） 全天候型のアウトドアで使用できるメモの出展「TAGGED」

No.28
　ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
東5SME-28 千葉県

ぼうそうものづくりネット・MOVA（昌和プラス

チック工業(株)）
ハンドル取付けホルダー　MOVA　ハンドレット ®

No.29
　ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
東5SME-29 兵庫県 植物セラピーあろあろ アロマレター「Florioフロリオ」 ●

No.30
　ステーショナリー・ホ

ビー・キッズ
東5SME-30 東京都 株式会社ATE フリーハンド洗えるタブレットホルダー

No.31 　服飾 東5SME-31 福井県 結々（アクティライフ(株)） 結々　水引アクセサリー

No.32 　服飾 東5SME-32 兵庫県 株式会社タカアキ RANSTA　大人用ランドセル

No.33 　服飾 東5SME-33 兵庫県 アンプリームス（アンドール(株)） 透け・汗シミ・ニオイ 男性のお悩み対策下着「助っ人らん」

No.34 　服飾 東5SME-34 岡山県 株式会社石田製帽 「ウオッシャブル」～石田製帽の洗えるストローハットシリーズ～

No.35 　服飾 東5SME-35 石川県
金箔ジュエリーGold-Knot（ゴールド・ノット）

（(株)エイチツーオー）
金箔ジュエリーGold-Knot　SDGs×金沢箔 ●

No.36 　服飾 東5SME-36 長野県 白無垢 -結-((株)エコマコ） 白無垢　-結- ●
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No.37 　服飾 東5SME-37 福井県 アルファ株式会社 フロートキッズ

No.38 　服飾 東5SME-38 大阪府 有限会社ティーツーカンパニー W*ltブレイザーUSBポート付きダイヤルロック付きリュック

No.39 　服飾 東5SME-39 山梨県 和の彩（(株)ピースプランニング） 和の彩 wanoiro 金銀糸アクセサリー

No.40 　服飾 東5SME-40 鹿児島県 肥後染色 奄美泥染めリネンワンピース

No.41 　服飾 東5SME-41 東京都 株式会社モントルロロイ ブシップウオッチ

No.42 　服飾 東5SME-42 山形県 株式会社Y.FACTORY SA-FU・e/RHODS

No.43 　ビューティー・ヘルス 東5SME-43 北海道 カラダキレイ（(株)アビサル・ジャパン） カラダキレイ

No.44 　ビューティー・ヘルス 東5SME-44 東京都 株式会社ALHAMBRA THERA YOJO灸(ジョジョキュウ)

No.45 　ビューティー・ヘルス 東5SME-45 大阪府 コスメメゾン・セインムー（(株)セインムー） セインムー　ボーテロンド

No.46 　ビューティー・ヘルス 東5SME-46 愛知県 まくらのキタムラ（(株)KitamuraJapan） オリジナル枕　ジムナストシリーズ

No.47 　ビューティー・ヘルス 東5SME-47 大阪府 クルン株式会社 飛沫の飛びにくい　ローラー型歯周ケア歯ブラシ　クルンシリーズ

No.48 　ビューティー・ヘルス 東5SME-48 東京都 株式会社コスモテック 素肌シール

No.49 　ビューティー・ヘルス 東5SME-49 大阪府 コム・ラボ有限会社 ワンプッシュ噴霧型除菌剤「除菌バスター」光触媒コーティング

No.50 　ビューティー・ヘルス 東5SME-50 佐賀県 アイファン（イイダ靴下(株)） ふくらはぎ着圧サポーター ●

No.51 　ビューティー・ヘルス 東5SME-51 愛知県 TSUYOMI株式会社 携帯するタブレット型歯磨き粉「CAMUGAKI(カムガキ)」

No.52 　ビューティー・ヘルス 東5SME-52 東京都 ナチュラルアビリティ 貼って動かす　コロバニィ リカバリーテープ

No.53 　ビューティー・ヘルス 東5SME-53 奈良県 西垣靴下株式会社 パフォーマンスを高める靴下SocksLabo

No.54 　ビューティー・ヘルス 東5SME-54 東京都 株式会社プラスプ shenpi 高濃度酸素サイバーCFOC-Hg

No.55 　ビューティー・ヘルス 東5SME-55 大阪府 プランドゥシー・メディカル株式会社 NMNー3800ULTIMATE及びパナスEXシリーズ

No.56 　ビューティー・ヘルス 東5SME-56 石川県 つぶつぶセラピー((株)万喜) つぶつぶセラピー ●

No.57 　ビューティー・ヘルス 東5SME-57 群馬県 有限会社山本農場 オーガニックこんにゃくスポンジKOMACHI

No.58 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-58 岐阜県 株式会社やまもく 壁掛仏壇　「MIMAMORI」と「NUKUMORIの窓」

No.59 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-59 東京都 株式会社ヤマト屋 超軽量ポリカーボネート薄合皮製ファッションバッグ

No.60 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-60 三重県 やまちょう おてぶとん®

No.61 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-61 新潟県 剣謙心株式会社 剣謙心　キッチンバサミ　KS-1　黒仕上げ

No.62 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-62 栃木県 ALART（丸信金属工業(株)) COUP

No.63 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-63 香川県 株式会社マハロカンパニー マハロバスケット、パイナポット、マハロトートバッグ

No.64 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-64 京都府 Resin+（(有)芳賀製作所） ブビンガの和モダンレジンテーブル

No.65 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-65 兵庫県 株式会社インキュベーション・アライアンス グラフェンのスローリリース機能を利用したアロマディフューザー

No.66 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-66 奈良県 有限会社岩谷容器 桐箱風紙箱・VカットBOX・　桐箱 ●

No.67 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-67 東京都 株式会社AH Products LaLaCoチェア　（ララコチェア）

No.68 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-68 京都府 株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所 衣服・布団に付着した飛沫・花粉・ダニを除去する各種吸引ブラシ ●

No.69 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-69 大阪府 コーマ株式会社 FOOTMAX®、FOOTMAX® LifeFit ●

No.70 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-70 京都府 香老舗　松栄堂（(株)松栄堂） 香りのおうち（本棚）／香りのおうち（こだま）

No.71 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-71 大阪府 アムツムグ （(有)シンメ） 畳のスマートフォンケース

No.72 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-72 東京都 有限会社きれ屋 三布三用　三布前掛け ●
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No.73 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-73 東京都 バイタップス（(株)グレーアンドネイビー） BYTAPS ●

No.74 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-74 大阪府 ゑびす足袋本舗（エビス(株)） こたび

No.75 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-75 東京都 ファントレック（(有)シライデザイン ） ファントレック　バッグシリーズ

No.76 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-76 岐阜県 芳泉窯（(有)カネ芳製陶所） Porous Objet（ポーラス　オブジェ）

No.77 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-77 大阪府 大津毛織株式会社 コットンガーゼケット・敷きパッド

No.78 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-78 宮城県 有限会社スマッシュ COMPACT SCREEN

No.79 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-79 北海道 A Product（世良鉄工(株)） アイアンオーブン ●

No.80 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-80 北海道 北央銘木 × HOKUON キャンプ用カッティングボード ●

No.81 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-81 愛知県 株式会社セラミック・ジャパン カードディフューザー ●

No.82 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-82 香川県 株式会社タナベ刺繍 ”風を感じる”ドライマスクⅡ　『風ドラⅡ』

No.83 　ホーム・ライフスタイル 東5SME-83 大阪府 マンリ リオンイコール

No.84 　キッチン・ダイニング 東5SME-84 新潟県 合同会社アルチザン 抜群の保温力で「熱燗」「冷酒」など日本酒に最適な酒器

No.85 　キッチン・ダイニング 東5SME-85 岐阜県 丸新製陶有限会社 LogoDeco

No.86 　キッチン・ダイニング 東5SME-86 福井県 株式会社ふくいブルー 笏谷石（しゃくだにいし）の器 ●

No.87 　キッチン・ダイニング 東5SME-87 静岡県 PROGRESS（(株)日翔工業） ジュエリー・グラス ●

No.88 　キッチン・ダイニング 東5SME-88 三重県 株式会社スズ木 キッチンスタジオパンダ食堂　ごはん鍋 ●

No.89 　キッチン・ダイニング 東5SME-89 新潟県 株式会社大泉物産 カトラリー　カイ・ボイスン　グランプリ ●

No.90 　キッチン・ダイニング 東5SME-90 岐阜県 ヤマコー株式会社 -木の匠- 日本の酒器シリーズ

中小企業総合展 in Gift Show 2022 事務局〔㈱JTB内〕

〒163-0426 東京都新宿区 西新宿2−1−1　新宿三井ビル26階

TEL: 03-6635-1952 （平日9:30～17:30）/ FAX: 03-6635-3126

E-MAIL: giftshow2022@jtb.com

※中小企業総合展 in Gift Show 2022 事務局は、独立行政法人中小企業基盤整備機構より

株式会社JTBが事務局業務を受託し運営しております。


